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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 2,120 0.9 △68 ― △83 ― △77 ―
22年3月期 2,101 △27.6 △174 ― △189 ― △195 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利益
率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △9.38 ― △13.5 △3.0 △3.2
22年3月期 △23.61 ― △27.7 △6.6 △8.3

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 2,890 536 18.6 64.74
22年3月期 2,689 614 22.8 74.10

（参考） 自己資本   23年3月期  536百万円 22年3月期  614百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 27 23 180 619
22年3月期 28 △3 △30 387

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計） 配当性向

純資産配当
率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,200 20.5 34 ― 22 ― 18 ― 2.17
通期 2,450 15.5 87 ― 60 ― 54 ― 6.51



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．13「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 8,353,645 株 22年3月期 8,353,645 株
② 期末自己株式数 23年3月期 65,693 株 22年3月期 62,044 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 8,290,205 株 22年3月期 8,292,976 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料
Ｐ．２「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 当事業年度の経営成績 

当期におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府の消費刺激策を受けて、企業収益や個人消費に一部回復の

兆しが見られるものの、期中における急激な円高の進行、デフレ圧力、雇用情勢の回復の遅れなどの影響を受け、

景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。 

当社を取り巻く事業環境としましては、ウインチ製品の主要ユーザーであります建設業界が公共事業の縮減に加

え、民間設備投資の抑制に伴う需要規模の縮小が続いたほか、バランサ製品の主要ユーザーであります自動車・IT

関連産業をはじめとした幅広い業種で、急激な円高や経済政策の息切れ等により設備投資意欲が減退するなど、依

然として厳しい受注環境が続きました。 

このような情勢のもと、当社は受注の確保と販売シェアの拡大を 優先として、顧客対応力の充実を図るべく技

術提案型営業の強化とコスト競争力の向上に努めてまいりました。具体的には、成長分野であります太陽光関連・

環境関連市場などの顧客に対し、製品の省エネ機能や安全機能の向上をアピールし、買い替え需要の喚起に努める

とともに、引き続き資材調達コストの引き下げや諸経費の削減に取り組み、損益分岐点売上高の一層の引き下げに

よる収益性の向上に努めてまいりました。 

以上の結果、当期の売上高は2,120百万円（前期比0.9％増）、営業損失68百万円(前年同期は174百万円の営業損

失)、経常損失83百万円(前年同期は189百万円の経常損失)、当期純損失77百万円(前年同期は195百万円の当期純損

失)となりました。 

当期における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（ウインチ） 

太陽光発電用パネル設置工事向けの荷揚機は堅調に推移し、部品修理関係の需要も増加いたしましたが、プ

ラント関係の買い替え需要の低迷により、中・大型ウインチの売上高は減少いたしました。 

その結果、売上高は1,115百万円(前期比6.3%減)となりましたが、損益面では前期に実施した生産調整が一

巡し、低水準ながらも工場稼働率が向上してきたことから固定経費負担が軽減され、営業利益は107百万円(前

期比84.2%増)と大幅に改善されました。 

（コンベヤ） 

期の後半より自転車駐輪場向けコンベヤの受注環境に回復の兆しが見られたものの、公共事業の縮減や民間

設備工事の減少による影響を受け、売上高は255百万円(前期比8.6%減)、営業利益は12百万円(前期比28.8%減)

となりました。 

（バランサ） 

自動車をはじめIT関連産業を含む幅広い業種において、設備投資需要は期待したほど伸長しませんでした

が、成長分野である太陽光関連や燃料電池、半導体業界向けに積極的な販売活動を展開した結果、売上高は

前期比25%の増加となりました。しかし、採算面では、受注競争の激化により高採算性案件の減少などの影響

を受け、利益を確保できる売上水準には至りませんでした。 

その結果、売上高は623百万円(前期比25.7%増)、営業損失は22百万円(前年同期は75百万円の営業損失)と

なりました。 

（ロボット） 

一部大口ユーザーの受注による売上貢献はあったものの、物流業界の設備投資に対する慎重な姿勢が継続

し、メンテナンスサービス主体の売上で推移した結果、売上高は127百万円(前期比7.4%減)、営業損失は10百

万円(前年同期は9百万円の営業損失)となりました。 

  

１．経営成績
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② 次期の見通し 

世界経済は新興国で需要がさらに拡大することから好調を持続するものと見込まれますが、国内景気について

は、企業の設備投資の縮小や所得・雇用環境に対する先行き不安を背景とした個人消費の低迷等により、引き続き

厳しい状況が続くものと予想されます。また、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災による影響につきま

しては、当社においては人的被害、建物及び生産設備等への被害はないものの、今後については、生産、部品調

達、物流、電力供給等に少なからず影響を受ける可能性があります。 

このような状況下、当社を取り巻く事業環境につきましては、依然として厳しい状況が継続するものと予測され

ますが、平成23年度は、2期連続の損失計上から脱却し、全社員が危機意識を共有し、事業計画の達成に向けて全

力で取り組んでまいります。 

受注及び売上目標を確実に達成するための施策として、これまで先行的に投資してきた新製品の市場リリースに

よる新規市場の獲得、海外生産機能の構築や中国をはじめとする東南アジア向け等海外案件への積極的な販売展

開、LNG関連などグループ企業連携による受注活動の促進などを 優先課題として推進してまいります。 

また、鋼材、原油等の値上げ圧力も高まっており、製造コストや製品輸送費の上昇等も懸念される中、引き続き

内製化の推進による工場稼働率のアップ、徹底した原価管理及び諸経費の削減に取り組み、利益重視の体制を構築

してまいります。 

この結果、次期の業績見通しとしましては、売上高2,450百万円、営業利益87百万円、経常利益60百万円、当期

純利益54百万円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 （流動資産）  

当事業年度末における流動資産の残高は1,936百万円となり、前事業年度末に比べ242百万円増加いたしました。

増加した主な要因としましては、受取手形が26百万円減少しましたが、現金及び預金が231百万円、仕掛品が20百

万円、原材料及び貯蔵品が19百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は953百万円となり、前事業年度末に比べ42百万円減少いたしました。減

少した主な要因としましては、建物、機械及び装置などの有形固定資産が減価償却により18百万円減少したこと、

また、投資その他の資産が投資有価証券の売却等により21百万円減少したことによるものであります。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は1,685百万円となり、前事業年度末に比べ105百万円増加いたしました。

増加した主な要因としましては、支払手形が65百万円、買掛金が36百万円それぞれ増加したことによるものであり

ます。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は668百万円となり、前事業年度末に比べ173百万円増加いたしました。増

加した主な要因としましては、関係会社長期借入金が120百万円減少しましたが、長期借入金が293百万円増加した

ことによるものであります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は536百万円となり、前事業年度末に比べ77百万円減少いたしました。その

主な要因としましては、当期純損失計上により利益剰余金が77百万円減少したことによるものであります。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年度末に比べ231百万円増加

し、619百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、27百万円（前年同期は28百万円の増加）となりました。主な要因は、税引前

当期純損失71百万円、たな卸資産の増加38百万円等の資金減少要因がありましたが、仕入債務の増加102百万

円、売上債権の減少28百万円等により資金が増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果増加した資金は、23百万円（前年同期は3百万円の減少）となりました。主な要因は、有形固

定資産の取得による支出3百万円がありましたが、投資有価証券の売却による収入27百万円によるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果増加した資金は、180百万円（前年同期は30百万円の減少）となりました。主な要因は、関係

会社長期借入金の約定返済による減少120百万円がありましたが、金融機関より長期借入金300百万円を調達した

ことによるものであります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注２）有利子負債は、貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。また、営業キャッシュ・フ

ロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」及び「利息の支払額」を使用しております。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。利益配分につきましては、業績

に応じた利益配分を基本方針とし、安定的な経営基盤を確保するための内部留保金を総合的に勘案して方針の決定を

行っております。 

当期・次期の剰余金の配当につきましては、当期を含め過去の数期間に計上した多額の赤字により繰越利益剰余金

のマイナス額が大きく、依然解消するに至らないことより、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 

  

(4）事業等のリスク 

（特定の取引先への依存について） 

当社は、主要株主であるトーヨーカネツ株式会社より資金面等の支援を受けております。当事業年度末における

同社からの借入金は289百万円となっており、当事業年度末の借入金全体の17.6％と高い比率を占めております。

同社の当社に対する取引方針が変化した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

  

  
 平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

平成22年 

３月期  

平成23年 

３月期  

自己資本比率（％）           23.6           26.4            22.8            18.6

時価ベースの自己資本比率（％）           25.8           14.5            17.3            20.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）        4,923.7          650.6         5,038.5         5,855.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）            1.0             7.1            1.1            1.2
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 近の有価証券報告書（平成22年６月23日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

当社は、顧客、株主・投資家、従業員などの関係者が相互に満足を得る「 良の会社」となることを企業理念とし

ています。経営環境のドラスティックな変化や急速な技術の発展にも耐えうる開発スピード及びコスト対応力の強化

を図り、開発指向メーカーとして、幅広い顧客のニーズに応えるべく高品質かつ高付加価値な製品を供給してまいり

ます。”人にやさしく、より生産性の高い、ユニークな製品作り”を実現し、企業の発展と社会的責任を果たすこと

を目指しております。  

  

(2）目標とする経営指標 

当社は、恒常的な黒字確保を 大の経営課題として捉え、利益率重視の事業展開を図っております。この経営方針

の進捗状況をモニタリングする経営指標といたしまして、当社では限界利益率（売上高より材料費・外注費を控除し

たものの売上高に対する比率）、売上総利益率、売上高営業利益率及び売上高経常利益率を重視しております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社にとって、「累積損失の一掃と復配の実施」という経営課題は長年の悲願であり、これを達成するべく、主力

製品であるウインチ及びバランサの両部門に引き続き持てる経営資源を集中・特化し、両部門の営業力強化並びに技

術・製品開発力を磨き、新製品開発・用途開発を通じお客様のさまざまなニーズに応えうる体制を整え、競合他社と

の差別化を図ってまいります。特に、成長分野であります太陽光関連・環境関連市場などの顧客に対し製品の省エネ

機能や安全機能の向上をアピールし、新規需要の開拓に努め、より一層の存在価値が認められる企業を目指してまい

ります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

平成20年秋以降の急速な景気後退による経営環境の悪化は現在も継続しており、平成23年3月期は前期に引き続き

赤字計上を余儀なくされました。平成24年3月期は、赤字から脱却し黒字転換を果たすことが喫緊の課題であると認

識しております。 

わが国経済は、依然として設備投資の抑制や雇用・所得環境の悪化に伴う個人消費の低迷が続くことが想定され、

当社にとってまだまだ厳しい状況が継続するものと考えますが、「次期の見通し」で記載したとおり、販売・生産の

両面にわたる各種施策の着実な実施により黒字転換を目指します。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．財務諸表 
(1) 貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 387,768 619,515

受取手形 377,687 351,008

売掛金 392,822 390,875

商品及び製品 83,281 81,540

仕掛品 ※3  26,034 ※3  46,414

原材料及び貯蔵品 407,945 427,477

前渡金 2,400 2,400

前払費用 8,673 8,871

その他 7,720 9,760

貸倒引当金 △4 △1,085

流動資産合計 1,694,329 1,936,777

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1, ※2  143,686 ※1, ※2  135,028

構築物（純額） ※1, ※2  3,544 ※1, ※2  2,890

機械及び装置（純額） ※2  20,849 ※2  15,686

車両運搬具（純額） ※2  244 ※2  149

工具、器具及び備品（純額） ※2  11,419 ※2  7,626

土地 ※1  723,755 ※1  723,755

有形固定資産合計 903,499 885,137

無形固定資産   

ソフトウエア 8,108 6,175

電話加入権 3,112 3,112

無形固定資産合計 11,220 9,287

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  40,686 ※1  20,681

出資金 20 30

従業員に対する長期貸付金 600 563

破産更生債権等 22,150 25,590

その他 39,270 37,615

貸倒引当金 △22,150 △25,612

投資その他の資産合計 80,577 58,869

固定資産合計 995,298 953,295

資産合計 2,689,627 2,890,072
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 263,521 329,501

買掛金 64,862 101,137

短期借入金 ※1  1,050,000 ※1  1,050,000

関係会社短期借入金 ※1  1,251 ※1  1,703

1年内返済予定の長期借入金 － ※1  6,250

1年内返済予定の関係会社長期借入金 ※1  120,000 ※1  120,000

未払費用 48,435 47,078

未払法人税等 7,112 8,529

未払消費税等 878 －

前受金 13,335 7,060

預り金 10,299 9,184

前受収益 210 210

賞与引当金 － 4,500

流動負債合計 1,579,906 1,685,155

固定負債   

長期借入金 － ※1  293,750

関係会社長期借入金 ※1  287,500 ※1  167,500

繰延税金負債 2,427 2,494

退職給付引当金 204,992 201,880

資産除去債務 － 2,360

その他 400 400

固定負債合計 495,319 668,384

負債合計 2,075,225 2,353,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △278,401 △356,158

利益剰余金合計 △278,401 △356,158

自己株式 △8,261 △8,471

株主資本合計 610,835 532,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,566 3,664

評価・換算差額等合計 3,566 3,664

純資産合計 614,402 536,532

負債純資産合計 2,689,627 2,890,072
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(2) 損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,101,956 2,120,638

売上原価   

製品期首たな卸高 142,724 83,281

当期製品製造原価 ※2, ※6  1,693,941 ※2, ※6  1,695,749

合計 1,836,665 1,779,030

他勘定振替高 ※1  1,503 ※1  827

製品期末たな卸高 83,281 81,540

製品売上原価 1,751,881 1,696,662

売上総利益 350,075 423,976

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 6,703 5,419

広告宣伝費 30,833 17,621

役員報酬 56,169 51,534

給料及び手当 182,677 169,237

賞与引当金繰入額 － 1,852

法定福利費 35,042 34,429

退職給付費用 14,015 14,417

旅費及び交通費 70,041 68,095

支払手数料 48,616 44,703

事務委託費 6,000 6,000

減価償却費 5,968 5,479

貸倒引当金繰入額 － 4,543

その他の経費 ※2  68,016 ※2  69,462

販売費及び一般管理費合計 524,085 492,794

営業損失（△） △174,009 △68,818

営業外収益   

受取利息 40 118

受取配当金 419 513

受取賃貸料 6,184 5,464

保険配当金 4,492 4,382

雇用調整助成金 3,565 2,395

その他 1,788 1,493

営業外収益合計 16,491 14,366

営業外費用   

支払利息 ※5  26,708 ※5  24,336

売上割引 2,849 3,076

その他 1,967 1,999

営業外費用合計 31,525 29,412

経常損失（△） △189,043 △83,863
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 54 －

固定資産売却益 ※3  36 ※3  241

投資有価証券売却益 － 14,314

受取保険金 － 12,260

特別利益合計 90 26,815

特別損失   

固定資産除却損 ※4  140 ※4  150

投資有価証券評価損 － 8,116

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,360

従業員弔慰金 － 3,330

特別損失合計 140 13,956

税引前当期純損失（△） △189,093 △71,004

法人税、住民税及び事業税 6,739 6,752

法人税等合計 6,739 6,752

当期純損失（△） △195,832 △77,756
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(3) 株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 897,498 897,498

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 897,498 897,498

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △82,568 △278,401

当期変動額   

当期純損失（△） △195,832 △77,756

当期変動額合計 △195,832 △77,756

当期末残高 △278,401 △356,158

自己株式   

前期末残高 △7,983 △8,261

当期変動額   

自己株式の取得 △277 △210

当期変動額合計 △277 △210

当期末残高 △8,261 △8,471

株主資本合計   

前期末残高 806,946 610,835

当期変動額   

当期純損失（△） △195,832 △77,756

自己株式の取得 △277 △210

当期変動額合計 △196,110 △77,967

当期末残高 610,835 532,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △4,904 3,566

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,470 97

当期変動額合計 8,470 97

当期末残高 3,566 3,664

純資産合計   

前期末残高 802,041 614,402

当期変動額   

当期純損失（△） △195,832 △77,756

自己株式の取得 △277 △210

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,470 97

当期変動額合計 △187,639 △77,869

当期末残高 614,402 536,532
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △189,093 △71,004

減価償却費 28,094 23,243

有形固定資産除却損 140 150

受取保険金 － △12,260

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54 4,543

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 4,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,535 △3,112

受取利息及び受取配当金 △460 △632

支払利息 26,708 24,336

雇用調整助成金収入 △3,565 △2,395

有形固定資産売却損益（△は益） △36 △241

売上債権の増減額（△は増加） 139,387 28,626

たな卸資産の増減額（△は増加） 185,958 △38,170

仕入債務の増減額（△は減少） △96,554 102,255

投資有価証券売却損益（△は益） － △14,314

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,116

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,885 △878

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,360

その他 14,327 △11,163

小計 76,431 43,958

利息及び配当金の受取額 460 632

利息の支払額 △26,966 △24,484

保険金の受取額 － 12,260

雇用調整助成金の受取額 3,565 2,395

損害賠償金の支払額 △17,800 －

法人税等の支払額 △6,739 △6,766

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,951 27,994

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,795 △3,085

有形固定資産の売却による収入 278 1,246

無形固定資産の取得による支出 △744 △1,045

投資有価証券の取得による支出 △519 △526

投資有価証券の売却による収入 － 26,884

貸付けによる支出 △800 △300

貸付金の回収による収入 351 337

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,229 23,510

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 －

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） △10,547 452

長期借入れによる収入 － 300,000

関係会社長期借入金の返済による支出 △120,000 △120,000

自己株式の取得による支出 △277 △210

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,825 180,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,103 231,747

現金及び現金同等物の期首残高 392,871 387,768

現金及び現金同等物の期末残高 ※  387,768 ※  619,515
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 該当事項はありません。 

  

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 製品 

 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。ただしロボット、バランサについては

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用してお

ります。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 製品 

同左 

(2) 原材料・仕掛品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。 

(2) 原材料・仕掛品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）については定額法を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物      ８～38年 

機械装置及び運搬具    ３～17年  

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウエア 

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウエア 

同左 

(3) リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

(3) リース資産 

同左 
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前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、翌事業年度の支給

見込額のうち、当事業年度に帰属する部分の金額を計

上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

会計基準変更時差異（203,313千円）については、

15年による按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

会計基準変更時差異（203,313千円）については、

15年による按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しております。  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）」（企業会計基準第19号）を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

５．収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる工事 

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

(2) その他の工事 

工事完成基準 

  

（会計方針の変更） 

 「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15

項）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号）を当事業年度より適

用し、平成21年４月１日以降に着手した工事契約につ

いて、工事の進行途上においても、その進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる場合には工事進行基準

（工事進捗度の見積りは原価比例法）によっておりま

す。 

 これによる売上高及び損益に与える影響はありませ

ん。 

  

５．収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる工事 

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

(2) その他の工事 

工事完成基準 
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前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動に関して僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

７．その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

７．その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(7) 会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

───── （資産除去債務に関する会計基準） 

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第

18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 

平成20年３月31日）を当事業年度より適用しておりま

す。 

 これにより、税引前当期純損失は 千円増加して

おります。 

2,360
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(8) 財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

※１ 担保に供している資産等は、次のとおりでありま

す。 

(1）担保提供資産簿価 

※１ 担保に供している資産等は、次のとおりでありま

す。 

(1）担保提供資産簿価 

建物 千円119,883

構築物 千円3,447

土地 千円558,659

投資有価証券 千円4,322

計 千円686,314

建物 千円134,138

構築物 千円2,890

土地 千円704,464

投資有価証券 千円5,555

計 千円847,048

(2）担保付債務 (2）担保付債務 

短期借入金 千円50,000

関係会社短期借入金 千円1,251

１年内返済予定の関係会

社長期借入金 
千円120,000

関係会社長期借入金 千円287,500

計 千円458,751

短期借入金 千円50,000

関係会社短期借入金 千円1,703

１年内返済予定の長期借

入金 
千円6,250

１年内返済予定の関係会

社長期借入金 
千円120,000

長期借入金 千円293,750

関係会社長期借入金 千円167,500

計 千円639,203

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は 千円で

あります。 

1,123,007 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額は 千円で

あります。 

1,141,872

※３ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産（仕掛

品）は、これに対応する工事損失引当金 千円

を相殺表示しております。 

2,209

※３ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産（仕掛

品）は、これに対応する工事損失引当金 千円

を相殺表示しております。 

3,495

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

試験研究費 751千円

広告宣伝費 442千円

機械及び装置 309千円

機械及び装置 570千円

広告宣伝費 140千円

試験研究費 116千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は 千円であります。 40,530

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は 千円であります。 47,493

※３ 固定資産売却益のうち主なもの  

機械及び装置 29千円

車両運搬具 6千円

※３ 固定資産売却益のうち主なもの  

機械及び装置 241千円

※４ 固定資産除却損のうち主なもの ※４ 固定資産除却損のうち主なもの 

機械及び装置 73千円

工具、器具及び備品 66千円

工具、器具及び備品 150千円

※５ 関係会社との取引 ※５ 関係会社との取引 

  支払利息 8,681千円   支払利息 5,321千円

※６ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 ※６ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 

    2,209千円     3,495千円
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加 株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加 株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数 

(株) 
当事業年度増加株式数

(株) 
当事業年度減少株式数 

(株) 
当事業年度末株式数 

(株) 

発行済株式         

普通株式  8,353,645  －  －  8,353,645

合計  8,353,645  －  －  8,353,645

自己株式         

普通株式（注）  58,392  3,652  －  62,044

合計  58,392  3,652  －  62,044

3,652

  
前事業年度末株式数 

(株) 
当事業年度増加株式数

(株) 
当事業年度減少株式数 

(株) 
当事業年度末株式数 

(株) 

発行済株式         

普通株式  8,353,645  －  －  8,353,645

合計  8,353,645  －  －  8,353,645

自己株式         

普通株式（注）  62,044  3,649  －  65,693

合計  62,044  3,649  －  65,693

3,649
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照表に

掲記されている現金及び預金勘定であります。 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係 

同左 
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１．その他有価証券 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

２．売却したその他有価証券 

  

３．減損処理を行った有価証券 

当事業年度において、有価証券について 千円（その他有価証券の株式 千円）減損処理を行っておりま

す。  

  

（有価証券関係）

  

種   類 

 前事業年度(平成22年３月31日)  当事業年度(平成23年３月31日) 

貸借対照 
表計上額 
(千円) 

取得原価 
（千円） 

差 額 
(千円) 

貸借対照 
表計上額 
(千円) 

取得原価 
（千円） 

差 額 
(千円) 

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えるもの 

(1）株式 26,565 20,186 6,379 16,577  10,413 6,163

(2）債券             

① 国債・地方債等 － － － －  － －

② 社債 － － － －  － －

③ その他 － － － －  － －

(3）その他 － － － －  － －

小 計 26,565 20,186 6,379 16,577  10,413 6,163

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えないもの 

(1）株式 2,719 3,105 △385 820  825 △5

(2）債券             

① 国債・地方債等 － － － －  － －

② 社債 － － － －  － －

③ その他 － － － －  － －

(3）その他 － － － －  － －

小 計 2,719 3,105 △385 820  825 △5

合  計 29,285 23,292 5,993 17,397  11,239 6,158

3,284

種   類 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売却額 
(千円) 

売却益の 
合計額  
（千円） 

売却損の 
合計額  
(千円) 

売却額 
(千円) 

売却益の 
合計額 
（千円） 

売却損の 
合計額 
(千円) 

(1）株式  － － － 27,069  14,314 －

(2）債券             

① 国債・地方債等  － － － －  － －

② 社債  － － － －  － －

③ その他  － － － －  － －

(3）その他  － － － －  － －

合  計  － － － 27,069  14,314 －

8,116 8,116
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等  

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 借入金利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。なお、金銭の借入の取引金額は、

当事業年度における返済金額であります。 

  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等  

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 借入金利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。なお、１年以内に返済予定の関係

会社長期借入金及び関係会社長期借入金の取引金額は、当事業年度における返済金額であります。 

  

（持分法損益等）

（関連当事者情報）

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 

（百万円） 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

(千円) 

その他の

関係会社 
トーヨー

カネツ㈱ 
東京都 
江東区 

 18,580 製造業 
（被所有）

直接39.4％

間接  0％

資金の援助

営業上の取引 
役員の兼任 

金銭の借入

（注） 

 
（純額）

10,547
関係会社短期借入金 1,251

 120,000

１年内返済予定の関

係会社長期借入金 
120,000

関係会社長期借入金 287,500

支払利息  8,681 ― ― 

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 

（百万円） 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

(千円) 

その他の

関係会社 
トーヨー

カネツ㈱ 
東京都 
江東区 

 18,580 製造業 
（被所有）

直接39.4％

間接  0％

資金の援助

営業上の取引 
役員の兼任 

金銭の借入

（注） 

 
（純額）

452
関係会社短期借入金 1,703

 120,000

１年内返済予定の関

係会社長期借入金 
120,000

関係会社長期借入金 167,500

支払利息  5,321 ―  ―
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

繰延税金資産   

繰越欠損金 千円449,977

貸倒引当金 千円8,972

退職給付引当金 千円83,021

未払費用（見積原価） 千円131

原材料評価損 千円24,182

仕掛品評価損 千円894

製品評価損 千円494

繰延税金資産小計 千円567,675

評価性引当額 千円△567,675

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 千円△2,427

繰延税金負債合計 千円△2,427

繰延税金資産(又は負債（△）)

の純額 
千円△2,427

繰延税金資産   

繰越欠損金 千円378,299

貸倒引当金 千円10,812

退職給付引当金 千円81,761

賞与引当金 千円1,822

未払費用（見積原価） 千円547

原材料評価損 千円26,157

仕掛品評価損 千円1,415

製品評価損 千円346

資産除去債務 千円955

投資有価証券評価損 千円3,287

繰延税金資産小計 千円505,406

評価性引当額 千円△505,406

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 千円△2,494

繰延税金負債合計 千円△2,494

繰延税金資産(又は負債（△）)

の純額 
千円△2,494

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別内訳 

 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。  

 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。  
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１．採用している退職給付制度の概要  

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

当社は、確定給付型の制度として、総合型の厚生年金

基金制度及び適格退職年金制度を設けております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成21年３月

31日現在） 

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成22年

３月31日現在） 

％ 

(3) 補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の

過去勤務債務残高 百万円及び当年度不足金

百万円であります。本制度における過去勤務

債務の償却方法は期間 年の元利均等償却でありま

す。 

 なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは

一致しません。  

年金資産の額 百万円62,486

資産評価調整加算額 

年金財政計算上の給付債務の額 

百万円

百万円

9,644

104,869

差引額 百万円△32,739

0.65

17,416

15,324

20

当社は、確定給付型の制度として、総合型の厚生年金

基金制度及び確定給付企業年金制度を設けております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成22年３月

31日現在） 

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成23年

３月31日現在） 

％ 

(3) 補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の

過去勤務債務残高 百万円及び当年度剰余金

百万円であります。本制度における過去勤務債務の

償却方法は期間 年の元利均等償却であります。 

 なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは

一致しません。  

  

年金資産の額 百万円71,359

資産評価調整加算額 

年金財政計算上の給付債務の額 

百万円

百万円

10,900

95,550

差引額 百万円△13,291

0.65

14,242 951

20

  
前事業年度 

（平成22年３月31日） 
当事業年度 

（平成23年３月31日） 

(1) 退職給付債務（千円）  △409,842  △394,198

(2) 年金資産（千円）  172,970  177,496

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円）  △236,871  △216,701

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（千円）  32,082  25,666

(5) 未認識数理計算上の差異（千円）  △203  △10,844

(6) 過去勤務債務の未処理額（千円）   －  －

(7) 貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)＋(6) 

（千円） 
 △204,992  △201,880

(8) 前払年金費用（千円）  －  －

(9) 退職給付引当金 (7)－(8)（千円）  △204,992  △201,880
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３．退職給付費用に関する事項 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

退職給付費用（千円）  36,039  34,289

(1）勤務費用（千円）  22,333  21,537

(2）利息費用（千円）  5,818  6,147

(3）期待運用収益（減算）（千円）  690  864

(4）会計基準変更時差異の費用処理額（千円）  6,416  6,416

(5）数理計算上の差異の費用処理額（千円）  2,161  1,052

(6) 過去勤務差異の費用処理額(千円)  －  －

  
前事業年度 

（平成22年３月31日） 
当事業年度 

（平成23年３月31日） 

(1）割引率（％）  1.5  1.5

(2）期待運用収益率（％）  0.5  0.5

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）会計基準変更時差異の処理年数（年）  15  15

(5）過去勤務債務の額の処理年数（年）       5       5

(6）数理計算上の差異の処理年数（年）       5       5
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当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、各種の産業用資機材を生産・販売しており、製品区分別のセグメントから構成され、「ウインチ」、

「コンベヤ」、「バランサ」及び「ロボット」の４つを報告セグメントとしております。 

 「ウインチ」は、多種多様な現場での荷揚げ作業を効率的に実現する製品・サービスを提供しております。

「コンベヤ」は、作業現場の土砂、廃棄物などを効率的に速やかに搬送する製品・サービスを提供しておりま

す。「バランサ」は、生産、出荷、物流ラインでさまざまな形状・作業条件下で重量物の移載・搬送を省力化す

る製品・サービスを提供しております。「ロボット」は、物流ラインで大量の搬送物のパレタイジング・ピッキ

ング作業をスピーディーに処理する製品・サービスを提供しております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一でありま

す。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（単位：千円）

（注１）セグメント利益又は損失の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

ります。 

（注２）セグメント資産の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産等であります。 

（注３）セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：千円）

（注１）セグメント利益又は損失の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

ります。 

（注２）セグメント資産の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産等であります。 

（注３）セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  
ウインチ コンベヤ バランサ ロボット 合計 

調整額 

（注１） 

（注２） 

財務諸表 

計上額 

（注３）   

売上高        

 外部顧客への

売上高 
 1,189,815  279,340  495,446  137,355  2,101,956  －  2,101,956

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

 計  1,189,815  279,340  495,446  137,355  2,101,956  －  2,101,956

セグメント利益

又は損失（△） 
 58,569  18,142  △75,566  △9,770  △8,625  △165,384  △174,009

セグメント資産  1,193,884  113,967  648,490  170,934  2,127,277  562,349  2,689,627

その他の項目 

 減価償却費  

 

 3,482  19  4,174  524  8,201

 

 19,892  28,094

△165,384

562,349

  
ウインチ コンベヤ バランサ ロボット 合計 

調整額 

（注１） 

（注２） 

財務諸表 

計上額 

（注３）   

売上高        

 外部顧客への

売上高 
 1,115,233  255,183  623,016  127,204  2,120,638  －  2,120,638

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

 計  1,115,233  255,183  623,016  127,204  2,120,638  －  2,120,638

セグメント利益

又は損失（△） 
 107,898  12,916  △22,173  △10,124  88,517  △157,335  △68,818

セグメント資産  1,128,195  111,545  716,219  162,628  2,118,588  771,490  2,890,072

その他の項目 

 減価償却費  

 

 2,173  16  2,290  505  4,987

 

 18,256  23,243

△157,335

771,490
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 （注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円74.10

１株当たり当期純損失金額    円23.61

１株当たり純資産額 円64.74

１株当たり当期純損失金額    円9.38

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当期純損失（千円）  195,832  77,756

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  195,832  77,756

期中平均株式数（株）  8,292,976  8,290,205

（重要な後発事象）
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